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広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　催しなどに参加する際は、
マスクを着用するなど、感染
症対策へのご協力をお願いし
ます。

イベント

【スポット企画展「生誕90年
 三浦哲郎展 ―原稿「初心」―」】
　三浦哲郎が作家としての原点
をつづった原稿「初心」を全国
で初めて公開します。
▼とき　11 月 29 日（月）ま
での午前９時～午後５時
※入館は午後４時 30分まで／
あおもり県民カレッジの単位認
定講座。
【文学忌　第10回「高木恭造」】
　高木恭造に関する特別展示を
行います。
▼とき　10 月 23 日（土）～
29日（金）
※忌日の 10月 23日は無料開
館。午前 10時から弘前文学会
による朗読会があります。

郷土文学館の催し

▼ところ　１階ロビー
【北の文脈文学講座】
▼とき　11月 20日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　千空（せんくう）さ
んの思い出
▼講師　野沢省悟さん（川柳作
家）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし観覧料
がかかります）
▼申し込み方法　10 月 20 日
（水）から、電話か郷土文学館
受付で申し込みを。
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。
～共通事項～
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、ひろさき多子家族
応援パスポートを持参の人は無
料。年齢や住所を確認できるも
のの提示を。
■問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

　津軽に根付
いた伝統の技
と新しいデザ
インの品々を
ご覧ください。会期前半は、宮
腰清次郎さんの漆作品を展示・
販売します。
▼とき　10 月 15 日（金）～
11 月 7日（日）の午前 10 時
～午後４時
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■問産業育成課（☎32-8106）

まちなかクラフト村
「弘前工芸舎・秋限定企画展」

①展覧会
　ワークショップ参加者と弘前
大学教育学部附属小学校の児童
が金属箔を使って「宇宙」を描
いた作品を展示します。
▼とき　10 月 20 日（水）～
25 日（月）の午前 10 時～午
後５時（金・土曜日は午後９時
まで）
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）内市民ギャラリー
▼観覧料　無料
②赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第５回
▼とき　10月 29日（金）、午
前10時30分～11時15分（開
場は午前10時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　「子ども」をテーマに、
シューマン、ドビュッシーのほ
か、モンポウ、ハチャトゥリア
ンなど珍しい曲も織り交ぜたプ
ログラム
▼出演　ピアノ独奏…宮本香織
さん、司会…朝山奈津子さん
▼定員　50人程度
▼参加料　18歳以上 500円
▼申し込み方法
QR コードまたは
E メール、電話で
申し込みを。
▼その他　客席はマット席
（120㎝ 四方）と椅子席あり。
ベビーカーのまま入場可。演奏
中の入退場は自由。授乳室やオ
ムツ替えのできるお手洗いが会
場脇にあります。
■問アートワールドひろさき（①
出〈いで〉さん、☎ 39-3383
／②朝山さん、☎ 39-3381
／①・②共通■■ＥＥ artworld@
hirosaki-u.ac.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

poco a poco アートのたまご

　ライトアップされた幻想的な
日本庭園を散策しませんか。
▼とき　10月 23日（土）
　　　　午後５時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼入園料　大人=320 円、子
ども＝100円
※詳しくは問い合わせを。
■問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【しぜんのいろたち～秋も一生
懸命～】
　「Snow hand made」と「丸
山染屋」の両工房による、古来
の技法を使った藍染めや草木染
めのアクセサリー、衣服などの
展示・販売を行います。
▼とき　10 月 29 日（金）～
31日（日）の午前９時～午後
４時
▼観覧料　無料
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～
午後４時、火曜日は休み）

　10月 23日
（土）から 31
日（日）まで、
お化けカボチ
ャの飾りつけなどで皆さんをお
迎えします。
【数量限定！カボチャのランタ
ン作り】
▼とき　10月 30日（土）
　　　　午後１時～２時
▼定員　20組（先着順）
▼参加料　500円
【特大カボチャの重さ当てクイズ】

藤田記念庭園　夜間開園

鳴海要記念陶房館の催し

弥生いこいの
Halloween-week

▼とき　10月30日（土）・31
日（日）、午後２時から
▼参加料　無料
～共通事項～
▼ところ　弥生いこいの広場ハ
イランドハウス前
■問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎96-2117）

　弘前公園
では、本丸
石垣積直し
とともに三
の丸追手門
と二の丸南門の保存修理という
歴史的な工事を進行中です。
　石垣積直しは、解体した約
2,200個の石の膨らみをなくし
た上で解体前と同じ位置に戻す
工事で、割れ等により使用でき
ない石は新補石に交換します。
　城門修理は、仮設足場の覆屋
（おおいや）を掛けて、屋根の
ふき替えや外壁塗り直し、耐震
化工事を行うもので、本格的な
修理工事は約60年ぶりです。
　この機会に、普段は見ること
のできない場所から修理の様子
を見学したり、石垣修理に使用
する裏込石にメッセージを書い
たりする公開イベントに参加し
ませんか。
▼とき　11月１日（月）～７
日（日）の午前 10 時～正午、
午後１時～３時（土・日曜日、
祝日は午後４時まで）
▼内容　①本丸石垣修理工事現
場見学（約 15 分）、②石垣裏
込石へのメッセージ記入、③城
門修理工事現場自由見学
▼ところ　①・②弘前城本丸石
垣修理工事現場（内濠埋め立て
地内）、③三の丸追手門と二の
丸南門修理工事現場
▼参加料　無料
▼参加方法　各現場に直接集ま

弘前城の歴史にふれるday

ってください。参集状況を見て
随時開催しますが、午前午後と
もに見学終了時間の 15分前に
受け付けを終了。参加者多数の
場合はお待ちいただきます。
▼その他　石垣見学の際は市が
用意するヘルメットを着用して
ください。小雨決行ですが、強
風などで安全確保ができない場
合は中止することがあります。
■問公園緑地課（☎33-8739）

　りんご栽培の
一年の流れやり
んごの栄養・機
能性について学
び、いろいろな品種の食べ比べ
や収穫体験をしてみませんか。
ひろさきりんご収穫祭に併せて
開催します。
▼とき　11 月７日（日）、①
午前 10 時～ 11 時 30 分、②
午後１時～２時30分
▼ところ　りんごの家（清水富
田字寺沢、りんご公園内）
▼対象　親子＝各回10組程度
▼参加料　無料
▼申し込み方法　Eメール（住
所・氏名・年齢・希望の回〈①
か②〉・電話番号を記入）で申
し込みを。
■問青森県りんご果樹課企画管
理 グ ル ー プ（ ☎ 017-734-
9489、■■ＥＥ ringo@pref.aomori
.lg.jp）

親子で学ぼう！青森りんご

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　167,004人
 　男  　  76,405人 　男  　  76,405人
 　女 　女 　    　   90,599人90,599人

令和 3年９月１日現在（推計）令和 3年９月１日現在（推計）
・世帯数  72,372世帯　・世帯数  72,372世帯　
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